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＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊ 

 読者の皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。 

 ジョークサロンは「伝笑鳩」の新規読者獲得キャンペーンを 

実施しています。笑いを楽しみたい人、笑いが必要な人が周りにいましたら、是非伝笑鳩をご笑介下さい。 

 82円切手＊15枚を変集鳥宅まで送って頂きますと、新規読者になることが出来ます。一年間読んで笑って、

たまには笑品を送って楽しんで、仕入れたネタを使って人気者になるのもよろしいかと思います。 

 

 さて、ジョークサロン例会で笑品を披露している同人に大記録が生まれそうです。2016年1月現在で、

高木正明さんの 「コミックどどいつ：294」、平井幸雄さんの「NEW ひらい信 198」、米岡泰（南

亭琴内）さんの「どんでん返し93」ですから、今年中にそれぞれ300,200,100となりそうです。 

 曽田英夫快鳥の「狂歌NEW門」も127まで到達しています。 

「継続は力なり」と言われています。ジョークサロンでは「笑いの医力、軽俗は力なり」です。 

では、今月も元気に楽しく過ごしましょう。 

 

東京・神田満男    立春を過ぎだんだんと春めいてきましたね。いかがおすごしでしょうか。 

先日は「伝笑鳩二月号」ありがとうございました。早速読ませて頂きました。 

東京・中野正能    笑えるユーモア  お願い!! 

東京・高栄子     シニア演劇に当選して演技学習始めたのですが 

先生がこのメンバーでパラリンピックに出ようというのでオリンピックボランティアを目ざしつつ更にパ

ラリンピックという事になりそうです。今日は上野兵馬俑展後、集まりにでました。一年中外出してます。 

 

長野・柏木易之（柏翠亭空茶）  信州小諸、マイナス15度、家の前でスッテンコロリ 

見上げて「これがまあ終の住家か」と、縁側の日溜まりで九十四歳と九十一歳の媼と「ふくら雀」、冴えか

えり冴えかえり春を待つ。海のない国「真田丸」が漕ぎだす（ＮＨＫ大河ドラマ）「しなの鉄道」小諸、上田、

川中島、松代と真田幸村で大人気、観光バスも次々とやって来る。 

  

愛知・加藤勝彦    伝笑鳩316ありがとうございます。新婦のことば意味深長ですﾈ！ 

名古屋港にあった〝イタリア村″にもデカいダビデ像がありました。もうすぐ近くの田縣神社（たが

たじんじゃ）ではそそり立った男根をみこしにしてかつぎます。若い美しい女の子も男根人形を胸に抱

いて歩きます。実におおらかです。 

 

東京・樋口七郎   原節子さんが亡くなられて池袋の新文芸座で「追悼の28作品」の上映がされました。 

 私が今まで見ていない作品は3作品で、それを見て28作品すべて見たことになりました。 

 

寒い日  々 もうすぐ春が やってくる ジョークサロンで 大いに笑おう  【快鳥・曽田英夫】 
 

世相都々逸   雪模様 

雪が降ったら 電車も止まる  

何故に止まらぬ この想い 

冷たい雪も いつかは溶ける  

お前の心 何故溶けぬ 

積もる想いと 貴方は言うが  

いずれは消える 雪のよに 

       東京／佐藤忠恕 
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古文亭南朝選    第１８１回ものは付け  

         「ぱっと明るくなるものは」 

50年前の恋人との再会          福島   松山 カオリ 

代打逆転満塁ホームラン          神奈川  志賀  明 

天の岩戸                東京   柏谷 達雄 

初日の出                 京都    牟禮  丈夫 

トンネルの出口             埼玉   北沢 正嗣  

光頭選手権大会             東京   稲葉 浅治 

受験合格                神奈川  藤倉 由紀子 

停電の復旧               千葉   海郷 達人 

電球のとりかえ             千葉   吉永 こ百合 

大切な紛失物が見つかる         神奈川  山中 静代 

暖かい言葉をかけられる         神奈川  武井 美雄 

アイデアがひらめく           千葉   皆合 かず子 

日本人力士の優勝            東京   樋口 七郎 

サッカー日本の優勝           東京   高 栄子 

眼内レンズ               東京   植竹 団扇   

落とした財布が見つかる         東京   藤井 敬三 

ジョークサロンに新人の加入       東京   柴本 和夫 

次回（第182回）の題     「早く決着してもらいたいものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

3月10日まで ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

秀逸 

 

「好きよ」の一言    神奈川   浜田  頓坊 

【評】「え、えーツ」と驚いたりして・・・ 

入選 

 

切れる直前の電球            千葉   岡部 千代松 

不妊治療中の懐妊            埼玉   酒井 典子 

女房の旅行（外出）           神奈川  織田 元康 

男子チームに女性マネージャー      東京   藤野 哲康 

上司の退職               埼玉   奏 志 朗    

 

佳作 

 

追悼  岩手・ほらえびす     そしてまた「ニヤリ」 

◆語学学習      お手伝いします         －外国語対応自販機 

◆SMAP騒動     似て非なるものです      －STAP－ 

◆生きざま      ロックに生き６９歳で伝説に  －デビッド・ボウイ－ 

◆一億総活躍社会   怠け者はいねがー        －なまはげ改めなまあべ－  

（残念且つ驚いたことなのですが、ほらえびすさんの訃報が届きました。還暦を迎えたばかり

というのに・・・。ご冥福をお祈り申し上げます） 
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おー、川柳 ・・・あー、川柳・・・うー、川柳・・・いー、川柳・・・えー、川柳 

 

長野・松原伸伍     忘れぐせ川柳      忘れぐせ多い人ほど他人（ひと）せめる  

     

かぎがないいつもなくすの同じ人       急かれてもしまい忘れぬお金様          

携帯を忘れてならすあなたどこ        テレビ見て出て来た名前いい加減 

 
 
東京・稲葉浅治     川柳「ロボット」    会話するロボット欲しい三回忌 

 

 ロボットと結婚できる日来るのかな       ロボットの誕生日だけどケーキ来ず 

 ロボットがロボット作る近未来         ロボットのヘルパーいたら雇いたい 

香野好太      好太川柳          フォト川柳    

ここ一番や！ほんまかいなのダメカツ屋      

起きる度あの世かこの世か迷う歳       

大騒動老いを演じて切り抜ける 

朝寝坊ぐっすり寝過ぎ大騒ぎ 

シルバーの夢の又夢朝帰り  

 

藤井敬三           「ああ、指」＜解体新笑シリーズ＞ 

 

血圧を上げるナースの白い指        美女見れば先ず薬指確かめる 

 

ペン蛸が消えた退職10年目        指を折り首長くして年金日 

 

ゴミ出しをパックの顔で指図され      包装紙破らず開ける妻の指 

 

袋とじ指で開いた跡がある         指丸め猪口で飲むふり誘われる 

 

親指のガッツポーズに照れる爺       指先で砂に書いてるラブレター 

 

南亭琴内（米岡泰）   南亭琴内氏どんでん返し93 ◆「時事川柳」  

水爆を作れるかは水かけ論            五郎丸正確キックはオカルトか 

SMAPももう稼がんとかいさんぞ         経再相甘利にガード甘過ぎて 

中国の金が日本を買い占める          物忘れ何時からひどくなったかな 

初
日
の
出
金
波
銀
波
供
に
つ
け 
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  おー、川柳 ・・・あー、川柳・・・うー、川柳・・・いー、川柳・・・えー、川柳 

阿部博          アベノミクスクス 川柳     

ドーナツの穴の空虚を食べてみる       先に寝て妻のお言葉湯たんぽに 

 五十歳来たぞ我らのウルトラマン       どうしたの正義の味方ウルトラマン 

歓喜へとドーハの悲劇リオ舞台        年賀状喪中はがきが半々に 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊      ◇ 甘辛都々逸ほのぼのランド ◇ 

 

<寒中見舞いに甘夏みかん？> 

☆庭の甘夏 金色の出来 リスと小鳥の 通う路 

☆笑顔探して あちこち訪ね 回り道して つい遠出 

☆欲しいものなど もう無い時代 有って不便に なる暮らし 

☆何を持ってる よりかは寧ろ 何が備わり 生きる今 

☆やはりまんまと 嵌められたんだ 甘利大臣 甘かった 

 

<蔡の笑顔と寒い西風？> 

☆蔡の台湾 選挙の結果 西風凌ぐか 大拍手   ☆若い力が 動かす国の 未来祝福 響く声 

☆拍手喝采 台湾の民 自信満まん  よい笑顔  ☆ソ連最後の 半月間を かつて経験 思い出す 

 

京都・大石脩          ◇◇ ダジャ連発 ◇◇ 

 

「又吉直樹さんの『火花』が“洛陽の紙面を高める”となり、芥川賞の受賞もあって正に、He 花の如く文

壇に登場。げに、花々しきマタヨシ号なる飛行機の就航ともいえ、He 恋う気の御方々数多なり。ブラボー

ブラボー!!!」 

 

「冬の辺りにノッポになる人がめっちゃ増えるのは何故？」 

「う～ん、キリン児さんが増えるからかしら」 

「ふ～ん、つまりセーターかノッポさんよ」 

 

「身の回りの物で、接着剤は何？」   「う～～ん、キッスかな」 

「アハハ･･････靴でした」       「何故？」 

「クツクッツクツ」 

 

「この寒い時に、心も暖まる所は何処かないかな」    「マツデラ銀行だな」 

「ふ～ん、お金事態も温まるってホント？」       「うん、マツコデラックスクス銀行」 

 

「彼女に接近したら『触らないで』と云うんさ」     「それで･･････？」 

「更に近付くと『触らぬ神に祟りなし』ってさ」     「どうした？」 

「しゃくにさわる」 
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    これが・・・都々逸、これも・・・都々逸、これぞ・・・都々逸  

 

信用亭駒公（佐藤忠恕）  ○ 世相都々逸 no.43   雪模様 

 

◎暖冬だと油断してたら急に寒くなりましたね。寒さ凌ぎに、雪模様での都々逸でも捻りますか。 

 

見るだけならば 綺麗な雪に 降（振）られて風邪ひく 馬鹿もいる 

酒好きは 雪が降ったら 雪見酒して 溶けたら飲むよ 名残酒 

雪やこんこん 風邪ひきゃこんこん 金無いおいらは 貧困こん 

 

この雪に 閉じ込められたと 嘘ばかりつく お前の浮気 また一つ 

雪で冷やすわ 私の心 春来りゃ燃える その日まで 

高木正明  コミックどどいつ瓦版  《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

年頭挨拶 挑戦ムード 一億相手に 挑戦状  
国会論戦 スタートしたが 頭に有るのは 参院選  
甘利大臣 あまりにズサン 賄賂暴露の 週刊誌  
低い所得の 高齢者なら 票を買います 三万円  
 
北の無法が 水爆騒ぎ 正月早  々 脅し玉  
荒れるサル年 株式市況 大発会から 下り坂  
軽減税率 気軽に聞いて 税が減るのと 勘違い  
人気キャスター 思いを喋りゃ 時の政府に 睨まれる  
 
ゴミ処理業者が 豚カツ卸し 喝を入れたい 横流し  
奨学資金を 止む無く借りて ローンに泣いてる 苦学生  

   乗っちゃいけない 激安ツアー 安全安心 補償なし  
   

 寒波襲来 九州・四国 琉球列島 雪将軍  
    日本ラグビー 挑戦状を 世界に発信 五郎丸  
   日本力士が 十年振りに 優勝がぶりの 琴奨菊  

 

佐藤俊一       どこの・ど・どどいつ変化球  

 

■さる年(「去る」を嫌って「得て」公といふ 

ヒツジ雲さる 苦もひきつれて ともに幸せ エテこうよ 

■ゲスの極み乙女   慰謝料もらって 離婚すベッキーね ゲスの極みの 夫めと 

■産廃食品ハンバーグ以外に１０８品目（みのりフーズ） 

１０８つ カネになるなる ぼんのうのまま サンパイ続けて みのり消え 

■甘利明氏の疑惑   供与疑惑は 名前でわかる あまりにあきらか 真実は 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

松山カオリ     号を重ねるごとに内容が充実してるのは楽しみです。 

  

先日は新年会欠席で失礼をいたしました。楽しそうな写真を拝見して残念に思いました。 

 今年から何か作品を出したいと思っておりましたが、まごまごしてるうちに間に合いませんでした。 

 毎号沢山の作品があって圧倒されそうですが、次号には必ず出したいと思います。 
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柴本和夫             言葉の研究    雑小話 

 

   ◆森会長と林社長と木村秘書が新年会を計画してます 

     場所はどこがいいでしょうか？ ⇒ 六本木がいい（森+林+木＝3+2+1＝6本の木）         

◆どこまでが許される？ 

・昔はおとめ、今は太いめ・・とのテレビＣＭ  綾小路きみまろの毒舌 

・うどん県カルタ・・・コシ強く～色白太め～まるで妻 （寄せられた批判は 1件だけ） 

   ◆安と案と餡 

・去年の世相漢字の≪安≫の漢字とは・・・・安心の安でなく、安いの安との説 

その川柳 ⇒ コシ低く～給料安く～まるで俺 

    ・オリンピック≪案≫の漢字とは・・・≪安≫さを木が支える 

 Ａ案もＢ案も漢字に≪気≫を使って、≪木≫を使って安く見積もりました。 

       どちらが良い案なのか？ ・Ｂ案より、Ａ案がエー案だ！ 

・新年会で配った鯛の菓子＝めで鯛 安心してください ≪餡≫が入ってますよ 

  ◆週刊文春の記事 

昔はツメを噛むのはよくないと言われたが・・・今の甘利大臣の場合は 

   ・野党議員の発言・・・甘利大臣の金銭授受の件は、あまり良くない 

     ・甘利大臣の発言・・・あまり記憶ないので、これから調査します  

  ◆ジョークサロンの新年会のあと、羽田からソウルに向かった。 

     乗った飛行機は≪大韓≫航空・・・おかげでソウルも≪大寒≫で、寒かった 

 

平井幸雄    
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上の空組 印南博之           大娯解 

 

♪ 電車は来ん来ん バスだって来ん来ん   待っても待っても渋滞続く  

携帯 スマホン メイルも不通      ネコもあきれておおあくび 

 

貸し自転車      この子が乗れる自転車を貸してください 

             エーそんなに小さなお子さんですか？これがうちで一番小型です 

             あつお猿さんですか いやあそりゃあムリですねえ 

食育アドバイザー   とうとう合格したのね、でジャンルがあるの 

             ン フルーツアドバイザーなの  

             就職決まったんだって？ でどこへ 

             動物園よ ゾウにバナナをあげてるの  

 

若狭鎌倉市＠若狹芳生   回文年賀状◇謹賀新年おめでとうございます。 

◇「謹賀新年、年始歓喜・きんがしんねんねんしかんき）」 

 （注）「かんき」は喚起・換気・乾季・寒気・神吉でも構いません。 

◇神社から新年のご挨拶：「金が神殿、電子歓喜（きんがしんでんでんしかんき）」 

初詣は混雑を避けてスマホかパソコンでお振込みください。なんちゃって。 

◇今年の干支は、申年。申年だからと言って、「溜まるさるまた」はゴメンです。 

 

南亭琴内（米岡 泰） 南亭琴内氏どんでん返し93  ＊携帯電話の悲喜劇＊ 

 
日本で初の携帯電話は横浜・野毛山の実家で実用化実験を開始しました。片手で持てる弁当箱タイプのコー

ドレス電話でしたが、3分も掛けると腕や肩に負担でした。米岡さん実は日本の第一号開発者なんですよ。 
一般電話の端末機が無線になっただけの事ですから、使い勝手は悪く、せいぜい邸宅？の中心部の二、三部

屋しか通話できず、あとはお屋敷の庭？に出て何とか通話できる程度でした。それでも、ご近所から「米岡さ
ん家お外で電話してたわよ」と評判になりました。 

今から考えると隔世の感がありますが、まさかあの時あの電話にパソコンが詰め込まれ、テレビ画像も見え
るようになるとは想像もしませんでした。今時は、それこそトイレどころか、自動車、電車、飛行機などどこ
でもかかり、自転車電話で通話中に自動車と衝突し、事故の第一報をその携帯で連絡してから、気を失った人
までいます。 

携帯電話の開発者としては、その使用の仕方で人の幸不幸まで責任はとれないし、この便利な道具を悪事や
社会騒動に使われても面倒は見ません。ただ一寸工夫すると犯罪防止の道具にはなります。 
年齢制限・資格制限・時間制限・地域制限ですね。  

 

＊＊＊＊＊＊＊＊   スマップ解散騒動 スペシャル  ＊＊＊＊＊＊＊＊  

＊高木正明  人気ＳＭＡＰ 解散騒ぎ 騒ぎ疲れて 元の鞘  
＊佐藤俊一  スマップ４人 さる年なのに メリーさんの羊に 逆戻り 

さる年に メリーさんの羊に もどった四人 事実ごにんで もう四（し）人!? 

オオカミ（お～神よ）世間は寒い ヒツジの皮を かぶっていよう サル日まで 

＊曽田英夫  スマップは 解散逃れ 延命に キムタク一人 窮地を救う  

＊阿部 博   SMAPはメリーさんの羊ひつじ    〈日本語歌詞＊高田三九三訳〉 

メリーさんの羊メエメエ ひつじメリーさんの羊まっ白ね 

どこでもついていくメエメエ ついていくどこでもついていくかわいいわね 

メリーさんは困って困って 困ってメリーさんはしくしく泣きだした 

 ＊メリーさん：SMAPが所属するジャニーズ事務所社長（ジャニー喜多川）の姉（メリー喜多川）のこと 
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一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿飛夜）   「真田丸」始まる ＮＨＫ大河ドラマ 

 

 「我こそは真田の子孫だ・末裔だ」と言う人がマスコミに15人3組も出てきた。 

本物の13代真田尚裕氏と14代真田幸俊氏（慶応大学教授）に合い（1／6・1／10）講演・対談（小和田哲

男・静岡大学名誉教授）を聞く。 

 

「幸村」は本名ではない。「真田信繁」で、兄が信幸（信之）父は昌幸である。兄は家を残し、弟は名を残

した。北信濃の一国衆から祖父幸隆の代から武田上杉、北条、織田、豊臣、徳川と家の存続をかけて、綱渡り

のように生き抜いた北信の名家である。「幸村」の名前は1672年（寛文12年）家康が死んでから56年後に

初めて「難波戦記」「真田三代記・元禄」に出てくる。 

 

 「家康を追いつめた知将幸村」を著名な小説家８人が書き、講談の本命ともなっている。上田、松代、小布

施に「六文銭・真田丸」の幟が立ち、歴史観光の人たちが押しかけている。小説では幸村は生きて薩摩・熊野

に潜んだと因む地名や伝説があると書いている。猿飛佐助ほか「真田十勇士」少年本や講談が-面白い。日本人

に愛され続ける「真田幸村」のドラマをお楽しみ下さい。    

 

吉永こ百合     はめ字      恵比須顔鏡餅食べおめでとう 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

野本浩一  お写落日記 【憧れた彼女と会えぬ同窓会 楽しくもあり寂しくもあり】 
 
1月17日、長崎で開催された長大附属中第17回生同窓会に出席する。

卒業生232名中50余名の参加を得て、楽しく賑やかな会だった。中学1
年の夏休みに見初めて以来、憧れ続けたマドンナと再会出来なかったの
は寂しかった。そのマドンナには好きな同級生がいて完全に無視されて
いたのだけれど、僕は一方的に憧れていたのだった。 
中学を卒業した後は、きっぱりと諦めてストーカーまがいの行為もせ

ずに生きて来たのは、賢明なことだった。だから今があるのだ。 
 

 中学時代にガールフレンドが欲しくてたまらず、級友達が好きだという女子生徒を教えて貰い、
選択が重ならないようにするため、男女相関図を頭に入れて事細かに記憶していた。今回の同窓会
でも、次から次へと僕の口から女子生徒の名前が出てくるので、周りの連中が呆れてしまう。 
 「その記憶力を勉強につぎ込めば、もっと良かったかもしれないね」 
と言われても時既に遅しなのだ。 
 

我もまた長崎の街懐かしむ 想い出の女（ひと）想い出の男（やつ） 
「人生は想い出つくり」と言う師あり 懐かしき声有難き声 
楽しみはむかしの仲間集まって いまとこれから語りあうとき 
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西川信治（笑門亭来福）   ★時爺呆談  ☆世相呆談 

★アベ内閣支持率リバウンド       → 与党バラマキ、野党バラバラ 

今年は「挑戦」「挑戦」そして「挑戦」  → 朝鮮 南（慰安婦）、北（拉致） 

 ★TPP、経済政策大臣「記憶にあいまい」  → TPP、経済再生にあまり忙しく、受け取ったが政

治資金チェックにあまり時間を割けなかった？ 

 

 ☆飲み放題飲んで歌って火の車      →  安い居酒屋盛況(忘・新年会) 

☆（若返り）優先席 口紅をするお婆さん 

☆優先席 スマホで孫の写真を見せ合う   →  三つ子の魂婆あまで 

 ☆SMAP驚額 騒動主役の預金通帳は0が10個並ぶ1,10,100・・ドヒャー 

 ☆有名懸賞金企業CMの力士ケガ続出    →  お茶漬けとCM料で稽古せず？ 

 

曽田英夫          狂歌NEW門     

 

うきうきとして 楽しい時間 

新年会 いろいろな芸 酒すすみ  うきうきとして 楽しい時間 

居酒屋で 両手に花で 酒うまい  うきうきとして 楽しい時間 

寄席へ行く 落語が次  々 続いてる  うきうきとして 楽しい時間   

 

笑い一番 気持ちが楽に 

 居酒屋で 気心知れた 相手なら   笑い一番 気持ちが楽に 

 話して 絶対オチを つけている   笑い一番 気持ちは楽に 

ラジオから こだまひびきの 漫才が 笑い一番 気持ちが楽に 

                              

世間は一体どうなってまんねん 

 週刊誌 書かれて窮地 落ち込んだ 余り甘くに 考えないで 

  甘利さん Ｔottemo Ｐinch Ｐroblem この結末は どのようになる 

  10年間 お待たせしたが 日本人 琴奨菊が 賜杯をいだく   

 

神代京子    フォトはめ字      「年女 細雪見る 新小岩」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

く 果 と う と 

乙 か し れ う 

な ん お し と 

世 に ん 私 う 

界 開 な も 60 

粉 肩 さ に 愛 

ゆ に さ さ し 

き ゆ め さ さ 

舞 ら ゆ や に 

い り き く 君 

こ 恋 し 親 い 

い し ん し と 

わ い こ ん し 

永 面 い だ 君 

遠 影 わ 街 と 
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★2016年1月27日例会参加者 19人      ＊太字は初参加です  

佐々木裕子、阿部浩、高木正明、一ノ瀬善秋、平井幸雄、野本浩一、佐藤忠恕、印南博之、田中惇介

田中はるみ、曽田英夫、柴本和夫、阿部博、神代京子、藤井敬三、米岡泰、西川信治、佐藤俊一 

尾垣聡子 

・佐々木裕子さんは新年会に引き続いての例会参加です。ありがとうございます。 

・田中惇介・はるみ夫妻は柴本金鳥夫妻からのご紹介で初参加です。伝笑鳩は１０年近く読んで

頂いているとのこと。初例会を楽しんで貰いました。 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場18：00   

（例会参加費：男性1000円、女性500円 ） 

2016年例会予定： 

3月23日（水） 千代田スポーツセンター７階第２集会室   

4月27日（水）、5月25日（水）、6月22日（水）･･･ 

千代田スポーツセンター予定 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 
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